


剛()JI)構E)� 

FAX:042-821 1832. 叫� 

重量事事空気麗省偽物箆策晶倹議所会(師事室.~証綴猿録
守概観:r路守会J(

勤勉期鍋鶴4食物質製剤翻議会民おける
軍事附金・襲鶴会5足取〈剖畿で3狼� 

. FAX領事普畿

.ね~1f.fí民
寄3付金・興純金等の没収{銀各て}鶴乙ついてー滋下のとおり隠著書't.o.

事録織� II目1 F'ラタ~ン C.

令雲監M;C繭緩や業): ヲ7イ骨子山主儀式合幹

ロヨtiなし
ロ� 3万円以下
鱈，.50万円絹叩� 500万円以下

口� 500方向; 


金銭111;(鐙舎金重量): 白2隊合縫ヱ袋線E全会後� 

~st鎖札
口� 50万円以下
む� 60万円� -600万円以下

口 §∞方向魁


令重量18;(鎗舎や盆}:� 'M，総書壇i拍ファルマ議長式会争士


口受領取し


訟52調!む∞万円以本 

己� 600.万l趨


金重量� 41;(護霊会 φ重量1: バイエル慾品桧主主4量殺


ピ犠なし 

ロ� 60万円以下
己� 60'ヲ阿趨� -600万円以下
ロ� 600万円程

氏名 急料孝夫� 

..や 1B6-8511
東京都国分権市戸倉1-1窃…� 1 
a量検*1量償動物量霞草案要事検軍駐車青金蔵書雇絡2阪犠牽郷盤調

信守岡綾子.

鰻衝� 042-321 1824
山� 

FAX 042-321-1，832 

可V

，惨



("j紙〉� 

FAX:042-321…� 1832 ・

農林水産省動物関長慕議後愛護持念厳選銘意書釜緩益錬
宅診跨綾子 発

島電話F括主主前後物質幾重擁護建議会における
寄隊金・喜連約金受理記〈劉滋て〉飯� 

FAX溺準審議

平成、村f¥狗¥>1:1

寄附合契約金等の受取〈翻滋て〉鎖について、以下のとおり問答する.

事降灘品目� 1 r'ラクシシC

令書偉=f/'.(廟諮企業】� 77イザー株式会栓・

悶I受領なし

ロ� 50nR以下
 
o 60万符超-600万円以下

口� 5∞方向超 


金量除名〈銭合企業主� 金薬工業事長窓会社B*

d
受領なじ� 
o 60方向以下� 
o 60方向飯山600万円以下

口� 500万Rii


金重量=f/'.(書童会企業): MaiiiSeikaフ7JI，.マ株主会社
 
./γ  


書提唱買なし

口� 50n門以下

日� 50万阿鰻......600万円以下

口� 500n丹随
 

4F重量点f費量舎合重量): バイエル車庫品株式会幹� 

d受領なし
ロ� 60n門以下
ロ� 60万R怒......500万R以下
ロ� 600万R怒� 

æ~ 立J間常事売?

手185-8511
東京都鼠分寺市戸耳障1-16 1叩� 

農林水厳司前動物様車線級倹資所会商連絡準審査翻鐙鯨

守間綾子


電話� 042-321…1824
 ，� 

FAX 042 321叩唱� 832町� 



〈別紙)� 

FAX;042-321-1832 
農林水産省望書物医薬品槍釜草野企画逮純量産著書幾重警護課

守 関 電 量 子 襲 揮 し

硲事担F君主主重注魯覚書量灘怒ヨ長会における
寄隊金・契約金受理星〈溺当て〉薮� 

FAX媛祭事提

平成丘年11J1a 
寄総会・契約念宅事の受取{都道て〉重量について、以下のとおり翻答Tる.

穫量緩轟怠1FラタシンG

会場.g(~襲鯵d骨量Eì: ヲザイ伊ー桜草堂合剰・

話猿犠なし
ロ� 50'宮内以下
ロ.6075門町�  50命万円以下
口ぉ∞万円鼠

企重量:s(緩合金銭}.: 自本金獲工業株式全社� 

d受領なし

口・� 50';円以下

ロ� 50n門旭川� 500;1宮内以下

口� 500フ管内鰯


合唱t.r.c懸念企重量):� M!'Iiii Selka ヲ7)'"マ舗嘩4易経

Ii習を鎖なし� 
ロ50万円以下� 
ロ 60方向豊富.-500'事円以下� 
ロ� 500Jr院議

令重量名(重量会11>重11:): JMエル理IU墨絵霊堂舎於� 

d受領なし
 
.0 50n円以下
 
o 60'室内怒.....500nF.l以下。500フ室内緩

氏名� ~ι五ム
守185-8511

東京都箆分導権戸倉1叫� '5-1
盗事き主主澄苦言動物医務&後釜l!If:l念密室襲絡笈獲量際線窓際

等間憲章子

意書霊� 042-321-1824 


832叩司a2'・・FAX 042 



'‘ 


f期総〉� 

FAX:042-321戸� 1832 
S隆寺事総量破奇言動検震線機事量釜所企題連絡重審査調整擦

制輿綾子発

動物病ま定書..録賞緩頬線道E会における
書機会・契約金愛書l(事務重量て3寝‘� 

FAX賢答表 ‘， 

書f<1JJ1 平成ば重手

害警鰍食事繁総会等の受理量〈事属当て〉複1;:当ρて、滋下ぬとおり密望書サふ

議寝込磁� 1Fラクシシ0<

凶 φ2畿~(虫歯曾や重量，) : フ7イザー可雄宝告会主+・

口提領なし
 
(g'<so万円以下

ロ� 60万問題-600万円以下

口� 600万円|

...、 企雌~(盤合金aI;): 日本金務ヱ埠&式会社

o'受領なし

.口 60万円以下

ロ� 50万円組-500万円以下� 
ロ� 500万円超� 

1

、.

4"".~(曽合企鑑): <. M自UIS拙由フアJレマ繰盟企会計

ロ!受領なし� 
l2f 50万円以下
ロ� 50万問題.....600万円以下
ロ� 500万丙麹

ぜ争S~(密命令重量1: ‘バイエル車車占邑後説会#ト� 

o集積なし
口� 507.;円以下 
060万円超-6∞15持以下
ロ� 600万円超

政体ぇ水戸時

亨� 186...:.8511
東京都環分専務F理念� 1-15-1
農林*蚕司!ilfl宅街産事態殺後議所念願滋鯵獲� 議運託銀事態綴a

~縄綾子
.鴛費& 042:""'321-:-1824 
FAX 042叩� a21-1832

き

，< 



(別艇} 

FAX:042-321-1832 ' 
島林水量省即物陸自陣晶検牽所企画連絡皇・量制藍標

守岡綾子組且� 

; 

、平監タ年/月?日

寄附金・契約金等の受取{割当て)頓について、以下のとおり問答する1.

..晶目1~ラタシンC

金重量:<<0.借金書): ヲ7イザー緯霊会幹・� 

4闘なし
ロ� 50万円以下
口� 50万円� -500万円以下
口� 60心万円超

企轟g(盟合企章): 日;友金重量工業株式会社� 

d醐~L..
口� 60万円以下
ロ� 60万円飽-500万円以下
ロ� 600万円題


イ怪鑑名t値舎・伽富山� MeiJI 8elkaヲ?ルマ株式会社


口
町
ロ
ロ

以下門万
円

下
~
園

，
以
掴
引


制
円
同
期


領
四
四
副

駅
駅

zxu
zul
nu 

m
u
 

金司匝名r パイヱル宣車品雄ま会祉・..令虫、:
回/長舗なし ， 
ロ� 50万円以下

口� 60万円値目500万円以下

ロ� 500万円組 


氏名 )判叶 勉
干186-8511

、東京都圏分寺市戸倉1-16-1
民林水産省動物医療品検査所企画連絡童書室嗣董陳

守岡敏子

電話� 042:"'321~1824 

FAX 042-321-1832 




〈民総}� 

FAX:042-321-1832 
農林水E総省動物隊第aa後張所企画連童書筆調書官謀

制僻宵徒

動物用統衝傑物質製剤調表会における
寄附t除‘鍵約金豊島司It(側議て〉額� 

FAX隠害事表

平成が海I~帰 g

事響機会・袈約金導Fの5監理担〈側主語て〉綴について、以下のとたり彊答T.Q.

書調.8681j:.ラクシンC

や草草案� (E韓議や雪量): フゥpイザい争後宝生会経‘� 

d褒寝なし
ロ� 60万円以下
ロ� 50万円� -500Jj円以下
ロ� 5∞万円趨

企業名f鐙舎企業}: 自家金畿工業線総会社� 
4幅

d 受領なし
口� 50万円以下
口� 50万円超-500万円以下
口� 600方同超

企重量名f盤会全集):� MeiiiS曲 aフザルマ織重量会社� 

d受領なし
ロ� 50万円以下
ロ� 50方向8-500万円以下
口� 500方向i

金重量:f!.(童童会令書監); バイエル盗品線宝霊会争f 

d妥領なし
号� 50万円以下� 
o 60ヲヲ湾銀-600万湾以下
ロ� 600万円鐙

純� 3b千島 長すザ� 

'1'185…85'1 
5-11.1-築家事事蹟分唱歩前戸倉� 

S量林*1葉翁動物医薬品検査所企画連絡箆審鷲繍猿線
~同僚亭

鰻普請� 042-321-1824 

FAX 042-・321-1832
 



〈測線3 

FAX:042-321叩� 1832__a...松波盆司 後釜蔚金冨濠‘滋禽豪涜鐙濠
報鏡子棄:蕗

'縁者陸海鶴湾盤魯実餐海軍釜郵おける
事陸総会・襲総会受理量〈鶴当て}磁� 

FAX霞筈表

平和持'IJV!官
努紛食事u聴会専の受理匡〈事属議て}都こ司、て‘磁下お&おり問答す.r..，.

-暴動闘 1PラクシシC 

4~.M.(眠障瞥..君臨): フ?イザー強宣霊会経・

抵鮒舗なし

ロ� 50n門以下

日開万円絹4 ∞万円以下 

口� 500n問| 


金重量:@j{鐙合金鍾): 図*'金議ヱ盆橡式会社

書棚なし
50，宮内以下


ロ� 60門i川政均万円以下

口以泌万円鼠 


4t袋tファルマ橡韮ika唖111S融� :・鐙合:1t>:&)4~.g(

害酬な弘
5OnPiJ;l"F


ロ� 60万殉怒~お∞n円以下

口政潟方向恕 


金書l:&C轡命令請齢: 必イ•.:r.JL.重量&量生盆会後 

E欝謀議下
ロ� 50n再建-5∞nF場以下

ロ滋お方向緩 


銭� J'fI-1'1 託ー� 
:;=185-8511 

東京.湿分唱F市戸倉1-16 1叩� 

農林*産省治絢儀漏必後受賞時金狼湾総議潟獲11・2曜
唱F隠綾子


電話� 042-321-:"1824
 
FAX 042-821-1832 




A 

〔別紙3 

FAX:042-321-1832 
..稼*建省豊島物産薬品設査男子企磁連結集穫量産滋望菱銀

報綾子居者ぇ�  

Z島事館湾喜志穂性物質製議議釜会における
事害総会‘契豹金受取〈鎧当て〉緩� 

FAXIi!I答表

平成立主!J3.7B 

撃事隊合契約金等の受重量{担当て〉樟こついても以下のとおり銅答ずる。

審議品協1ドラクシンG 

4b誼I:/!!;(E担普賞金集): ファイザー綾主主会計‘� 

d 受領なし

口� 50万間以下

口� 50万円級-500万円以下

口� 5007.1門組


企重量名{鐙合企重量): 臼本令築工業犠式会社


ぱ受領なし 

日� 50万円以下

ロ� 507.1問飽-5007.1刊以下
口� 500方向鎖 


企業名{鍾合金重量): 悩eiiiS桃aファルマ絵式会争f
 

d受領なし

口� 50:1宮門以下 
o 50方向� -500万円以下

岱� 500万円愈


令書It:/!!;(量牽舎令重量): バヤずニt:JL>遺藍星島事皇室t4益金士


宮f受領なし

ロ� 50万間以下
ロ� 50方向忽-500万門以下
ロ� 500万符怒

民名おふli-7-
亨� 185-8511

東京都留分巻市戸倉� 1-15-1
車線水産雀動物程調雇/il.綾3置所企jij漉絡慾容筆鋼獲線� 

q厩鏡子悔み

電毎� 042-321-1話24 
FAX 042-321 1832叫� 



a‘ 


{別紙} 

FAX:042-321 1832叩� 

.林耳Ic&寄動物医積極検査所余E協議絡滋獲量盛綱渡線
守側繊手提よ挙

動物用抗鴎性物質.刻舗査会fニおける
寄附金・契約金受取〈梅当て}鰯� 

FAXIIJ晦表

鴨主体/月r正日
寄野t金-契約金等の受取(割当て〉鶴二ついて、以ポのとおり沼署撃す:(，.

'自織隣附晶嗣毘1ド労急シω，クン� 
4ゆ酔盆忽尾4CII 酔量意11:): 金量ま鈴t-窓量滋4φ コ?イザ一裳宝霊量4

詰ぜf羨領齢な札し

口� 50万円以下

位� 50万内経-600万汚厳守Z

口� 500万円緩

金集名{霊童会企業):� 8本全車庫工業事長窓会全土

pid'受領なし
 
r::J 50方向以下
 
o 50万P:I緩-600方向以下

口� 500湾問建


金重量4!i(重量会事長・): ぬl草缶詰絡ファルマ桧式会社

ダ受領なし 

日必07玉PJ以下

日� 50万持続-600方向以下� 
o 500万円超

令重量4!i(量童会..・): バイエルヨ1，Il昼絵霊堂金持� 

α/勝 札
口� 0万円以下

ロ� 60n月細川� 500万円以ポ

口� 500万円蹴


脱 却持基�  
;:186-8611 

JIO夜組瞬間分守衛F腐食� 1…� 15-1
.称氷蔵省動物際aa検禽断念日制鴻申書灘署阪宣伝鱒!I稼

..，.闘餓チ 
042ω.321-:-1824.篇 

FAX 042-321-1832 




〈刻紙〉

FAX:似� 2-:-321.....1832. 
.事本2拠厳司衝動1.4防隊直前犠積牽所企題連絡E量審査網磁繰

守関車量子 宛

， 動管説襲撃紙製里郡誌する� 
FAX間接根

本船持/月� fPa
寄総合誌約金等の景色滋樹滋?む醗之つも:手以下のとおザ麗答すも

書怠a是認1I亭ラタシンむ

令書~(Eå鐙令書1) : ヲづFイ勿」事盛望企4量級‘

-rI受領札
口� 5Qn円以下
ロ� 60万Plo.-6001.1円以下
ロ� 500万向忽� 

i 企.~(量豊舎企業): .8本金週車工重量線説会社� 

‘ d受領なし
ロ� 60万円以下

.ロ 50万円� -50.0方向以下
'ロ 500万円観� 

4F歯;fI!.(量産舎令書): M8iii Seikaファルマ機式会場t 

。，嗣� 6 受領怠しd
ロ� 60万 以 下
ロ� 501.1 趨� -500万円以下� 

a 口� 600万問題

会畿lfE，� C量董舎ぜ吾輩): ，材.;:c}1，.遣軍基き議互生命孝士

二 ぜ受領なし，

ロ� 50万RJ以下


おロ� 60芳純忽出600万湾以下。銭。。方向重量

綿ィす ψ~~ 犬J 

;=18怒-8511
東京事事問分寺軍慰戸禽1"-15-1
農林水量隆司首動物量襲品検査所企箇連絡車審査鱒益線

守闘継子 ・
令 官隊昔話� 042'-:-321 -:' 1824 

FAX 042叩� 32.1-1832 



